
屋久島町長 荒木 耕治

令和４年 12月６日提出

議案第 号117

令和４年度　屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について

　令和４年度屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を別紙のとお
り定めたいので、議会の議決を求める。



　（総則）

　（業務の予定量の補正）

 (２)　年間総処理量

　（収益的収入及び支出の補正）

　（資本的収入及び支出の補正）

　（他会計からの補助金の補正）

千円

千円

第１項　営業収益

支　　　出

43,248 43,548

第２項　営業外費用 3,789 千円

第１款　排水事業費用

第４条　予算第４条本文に「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,309千円
　は、当年度分損益勘定留保資金2,309千円で補てんするものとする。）」を加え、資本
　的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

3,789 千円0 千円

千円

第１項　営業費用 39,459 千円 千円39,759千円

25,156

第１款　資本的収入

300

㎥33,360㎥▲ 1,735㎥

千円 300 千円

35,095

支　　　出

収　　　入

2,87133,054

7,623

35,925

▲ 262 千円

千円

7,885 千円

第２項　営業外収益 千円

第１条　令和４年度屋久島町農業集落排水事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に
　定めるところによる。

令和４年度　屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目） （既決予算額） （補正予定額） （計）

2,609 千円 千円第１款　排水事業収益 40,939 千円 43,548

第２条　令和４年度屋久島町農業集落排水事業特別会計予算（以下「予算」という。）
　第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（既決予算） （補正予定） （計）

（科　　目） （既決予算額） （補正予定額） （計）

26,765 千円第２項　地方債償還金 26,765

▲ 2,309 千円

25,156 千円

0 千円

▲ 2,309 千円

収　　　入

27,465 千円

第５条　予算第７条に定めた屋久島町一般会計から受ける補助金の額「35,261千円」を
　「35,823千円」に改める。

千円第１項　補助金 27,465 千円

千円 0 千円

27,465 千円

第１項　建設改良費 700 千円 0 千円 700 千円

第１款　資本的支出 27,465 千円



収　入 （単位：千円）

款 項 目 既決予算額 補正予定額 計 備　　　考

排水事業収益 40,939 2,609 43,548

営業収益 7,885 ▲ 262 7,623

農業集落排水収益 5,882 ▲ 262 5,620 使用料の減少

営業外収益 33,054 2,871 35,925

他会計補助金 7,796 2,871 10,667 使用料の減少及び修繕料財源並びに資本的収入との組替

支　出 （単位：千円）

款 項 目 既決予算額 補正予定額 計 備　　　考

排水事業費用 43,248 300 43,548

営業費用 39,459 300 39,759

排水費 10,226 300 10,526 修繕料増

令和４年度　屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出



収　入 （単位：千円）

款 項 目 既決予算額 補正予定額 計 備　　　考

資本的収入 27,465 ▲ 2,309 25,156

補助金 27,465 ▲ 2,309 25,156

他会計補助金 27,465 ▲ 2,309 25,156 収益的収入へ組替

支　出 （単位：千円）

款 項 目 既決予算額 補正予定額 計 備　　　考

資本的支出 27,465 0 27,465

建設改良費 700 0 700

建設改良費 700 0 700

地方債償還金 26,765 0 26,765

地方債償還金 26,765 0 26,765

資　本　的　収　入　及　び　支　出



令和４年度

屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）
参　　　考　　　資　　　料



既決予算額 補正予定額 計

款 項 目 節 (千円） （千円） （千円）

排水事業収益 40,939 2,609 43,548

営業収益 7,885 ▲ 262 7,623

農業集落排水収益 5,882 ▲ 262 5,620

農業集落排水使用料 5,882 ▲ 262 5,620

営業外収益 33,054 2,871 35,925

他会計補助金 7,796 2,871 10,667

一般会計補助金 7,796 2,871 10,667

既決予算額 補正予定額 計

款 項 目 節 (千円） （千円） （千円）

排水事業費用 43,248 300 43,548

営業費用 39,459 300 39,759

排水費 10,226 300 10,526

修繕料 1,400 300 1,700 修繕費増

説　　　　　明

使用料の減少及び修繕料財源並びに資本的収入との組替

支　出

科　　　目

使用料の減少

令和４年度　屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）積算資料

科　　　目
説　　　　　明

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　入



既決予算額 補正予定額 計

款 項 目 節 (千円） （千円） （千円）

27,465 ▲ 2,309 25,156

27,465 ▲ 2,309 25,156

他会計補助金 27,465 ▲ 2,309 25,156

一般会計補助金 27,465 ▲ 2,309 25,156

既決予算額 補正予定額 計

款 項 目 節 (千円） （千円） （千円）

資本的支出 27,465 0 27,465

建設改良費 700 0 700

建設改良費 700 0 700

建設改良費 700 0 700

地方債償還金 26,765 0 26,765

地方事業債償還 26,765 0 26,765

元金償還金 26,765 0 26,765

科　　　目
説　　　　　明

令和４年度　屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）積算資料

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　入

支　出

科　　　目
説　　　　　明

資本的収入

補助金

収益的収入へ組替


